
 私たちの「さやま市民大学」は、新しい名称の市民大学として再出発してから今年で4年目に

入りました。これまでの3年間の取り組みを踏まえ、更なる前進を図りたいと思います。市民大

学の学びの場の特徴を各講座の運営に即して紹介し、共通理解と共有情報にする目的で発行し

てきた市民大学ニュースも、今回で11号目になりました。新たな価値観を持って、現状を打破

し、創造的成果を上げていく手法として、「第4ステージ」には大切な意味が込められます。狭

山シニアコミュニティカレッジの活動が第１ステージ、さやま元気大学の誕生が第２ステージ、

両市民大学の統合による再出発が第3ステージとすると、3年が経過した今年は、自立と創造を

目指す第４ステージを迎えていることの自覚を共通理解とする必要があります。元気な狭山を

支える「人づくり」「地域づくり」「活動づくり」を通じて、市民大学としての社会貢献を果たし、

「市民大学先進都市」を目指しましょう。「市民学」を学ぶ「志民」が地域を動かす大きな力に

なる日か間違いなくやってきます。（学長 小山周三） 

  

地域の防災リーダー養成講座の修了生が運営の中心となり「グラン・防災カフェ」が、狭山市  

中央公民館で９月10日に開催されました。女性を理事としたNPO法人わが街さやまの防災ネッ 

トワークと狭山市との協働事業として行われました。第１部は、代表理事及び来賓の挨拶。狭山  

市にとって、防災上最大の懸案である巨大地震に加え、近年、各地で頻発し当市でも被害が生じ  

た強烈な気象現象に対して、協働して対応することの意義を確認しました。第２部は、歴史小説家の岳真也氏が「日本の

歴史に見る災害と防災」というテーマで講演。先人の苦難と復興、災害の教訓について見識を深めました。第３部は、全

員が参加して、フリーディスカッション。それぞれの地区や個人の取り組み等をテーマに意見を交換し、知見を広める

とともに新たな絆を築きました。「このような活動や市民大学の防災講座を通じて、狭山が少しでも災害に強いまちにな

るよう力を尽くしたい。」と高橋代表は、話してくれました。 

体育祭 

■第 4 回「さやま市民大学」学園祭開催のお知らせ 

開催 

さやま市民大学のホームページもご覧下さい。 

狭山市地域ポータル「さやまルシェ」内「さやま市民大学」では 

日々新しい記事を更新しています。 
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さやま市民大学は、狭山市が設置し、運営はＮＰＯ法人さやま協働ネットが受託しています。 

・日 時：10月2１日(土) ９：３０～１６：００ 

2２日(日) ９：３０～１５：００ 

・会 場：狭山元気プラザ さやま市民大学キャンパス 

・テーマ：「人と地域をつなぐ 学びの精華・競演」 

・内 容：講座成果発表、実技、実演、模擬店、バンド演奏、クイズラリー 

特別講演 仲川 幸成 氏（21日 10：50～11：50） 

広沢  謙一 氏（22日 10：30～11：30） 

皆様のご来場をお待ちしています。 

さやま市民大学 検索 
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 子供たちに郷土愛を持たせるためにも、「地域で何かを興したい。」「あの地域で育って良かった。」「楽

しかったという思い出を持てるようにしたい。」そんな思いから、私は「地域イベント・プロデュース基

礎講座」を受講しました。イベントの企画や実行の理論を学んだ後「狭山さといも料理グランプリ」を

受講者全員で企画し開催。一応の成功を見たものの、決して順調な道ではありませんでした。しかし、

この学び・経験は大きく、わが自治会でも、「夏祭り実行委員会」を正式に立ち上げ、7月29日、20数

年来途絶えていた「自治会夏祭り」を実行。地域の人々や近隣自治会の皆さんが大勢駆けつけてくださ

り、大盛況となりました。子供たちの大きな声で駆け回っている姿を見ながら、来年はもう少し進化・

発展させて、子供たちにもっともっとたくさん思い出をつくらせたいと胸に誓いました。 

（平成28年度地域イベント・プロデュース基礎講座修了生 下広瀬団地自治会 会長 黒川 昭） 

 

 

４年目を迎えた市民大学、新たに広報室としてスタートです。広報領域も拡大して、市民のイベント行事
にも積極的に参加。多くの皆さまに市民大学の情報を発信する予定です。（諸井広報室長） 

編集後記 

元気な狭山を支える人づくりと 人を活かす仕組みづくり 
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＊受講生募集の詳しい内容は募集案内をご覧ください。 

地域の防災リーダー養成講座 １０月７日～１２月９日   9 回  25 名 

身近なところでソーシャル・ビジネスの“種”を見つける講座 １１月１７日～３月２日   9 回  20 名 

パパ・ママのお助け隊養成講座 ～学童期～ １１月１０日～２月１６日  12 回  20 名 

 

◆◆◆ TOPICS ◆◆◆ 

❖ 「地域イベント・プロデュース基礎講座」で学んだ知識で、地域の夏祭りを復活！！ 

    

平成 29 年度後期講座受講生募集中 

開催されます！…10 月 22 日（土）23 日（日） 

学長 小山周三 

黒川 昭さん 

授業風景 

❖ 「グラン・防災カフェ（大防災カフェ）」に 90 人程が参加！（市民提案型協働事業） 

❖  

    

第４回入学式 

 

講師と談笑 
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小山 さやま市民大学は、「元気な狭山を支える人づ

くりと人を活かす仕組みづくり」を理念として、事業

を進めています。本日は、お越しいただいた 4 名の方

に、ご意見を伺いたいと思います。まず、地域とのか

かわりも含め、自己紹介をお願いいたします。 

加藤 奥富在住の加藤です。私は、地域の氏神である

八雲神社の総代から地域活動を始めました。八雲神社

関係を４年、自治会の副会長２年、会長を３年、奥富

地区連合自治会長を３年、狭山市自治会連合会の幹事

２年、会長及び顧問を各１年務めました。また、民生

委員推薦会委員も３年務めています。 

小玉 西武文理大学の小玉です。狭山市駅西口の再開

発計画を議論する場として「まちづくり公開講座」の

企画・運営を行ったのが１５年く

らい前になります。その後、都市

計画審議会や総合計画審議会で

狭山市の都市計画や長期的なま

ちづくり方針の策定にも、参加さ

せていただきました。今後は、さ

やま市民大学の実績を、いかにア

ピールするかがポイントだと考えています。 

土金 NPO 法人生活犬環境向上推進協会理事長の土

金です。NPO 法人をまとめる要訣は、「無理をしない。」

「急がない。」「輪からはみ出さない。」の３点だと考え

ています。これは、さやま市民大学の運営にも当ては

まることだと思います。 

齋藤 東京家政大学の齋藤です。看護学部で在宅看護

学を教えています。在宅看護学は訪問看護とか地域包

括支援センターでの看護師活動が対象です。看護師も

高度な専門性を求められる時代になり、養成した専門

看護師の活用の場が課題になっ

ています。このことは、さやま市

民大学にも通じることかと考え

ています。また、私は災害看護も

研究しており、以前、こちらの防

災講座を聴講させていただきま

した。 

小山 狭山市との関わりで自己紹介をお願いしまし

た。大変参考になりました。自己紹介をいただいたと

ころで、まず、さやま市民大学の存在意義について感

想をお聞かせください。 

加藤 私は、３年前に防災講座を受講したときに、さ

やま市民大学を初めて知りました。その講座で、多様

な経験を持つ方々が受講しており、教育によって得ら

れる多くの知見とともに、多くの新たな知己を得るこ

とができて有意義だったと感じています。 

小玉 ３年というのは、ひとつの区切りとして過去の

業務の見直しをする時期だと思います。毎年３００名

以上の修了生を送り出し、体育祭などの活動も、盛大

に行っていることを考えれば、小山学長がおっしゃら

れる第３ステージと、すなわち市民大学になってから

の３年間は大成功と言えると考えます。 

この間の人材バンク登録者数や新たに誕生した

NPO の数等の実績も踏まえ、さやま市民大学の目的に

近づけて行くには、今後、どうすれば良いか、業務全

体を見直してみることが大切だと思います。 

土金 この市民大学は、まだ若い世代には余り知られ

ていないと推測します。ただ、将来、私達の世代もシ

ニア世代となり狭山に定住する者も多くなることが

予想されますので、社会ニーズの変化を捉えてカリキ

ュラムを作ることが存在の意義に繋がると思います。 

齋藤 若い大学生との接点という視点では、学生が来

たいと思えるような、さやま市民大学が存在するとい

う方向が今後のポイントだと考えます。 

小山 市民大学で学んだ受講生・修了生への期待とい

う点から、ご意見はいかがですか。 

加藤 自分を含め、地域の中でそれだけの存在感を示

すことが、まだ少ないと思います。今後、市民大学で

の同窓生も含めて、地域での人の繋がりを作り、広げ

ていく役割が果たせたら素晴らしいと考えます。 

小玉 修了生への期待という前に、さやま市民大学は、

「学び」だけでなく「活動」の分野も重視して、ソー

シャルビジネスの発信基地になるべきだと思います。

そして「再発見」と「人の繋がり」をキーとして、修

了生が元気に活動できる場を市民大学が提供するこ

とが大切で、その活動の成果として、修了生の典型的

なサクセスストーリーを物語化できれば市民大学の

良い PR になると思います。 

土金 「修了後の生活スタイルが

どのように変わったか。」「楽しい

夢を持つことができた。」などと

いうお話をいただければ、私達の

世代にとっては有意義であり魅

力が感じられます。また、人を集

めることに努力するよりも、集ま

れる人を育てることが大切だと信じています。 

齋藤 修了生が集まって情報交換ができ、繋がりを深

めると共に、モチベーションが生まれるような場づく

り、環境づくりが重要だと考えます。 

小山 有益な提案や助言を沢山いただきました。最後

にさやま市民大学が市民のためにより近い存在にな

るためのご提言をお願いします。 

加藤 何よりも人の繋がりを作ることが大切です。意

見の相違や個人の事情を踏まえ

て、より大きな繋がりが作れるよ

うに努力することが大切だと思

います。 

小玉 「学んで良かった。」という

修了生自身による宣伝と勧誘は

効果的だと考えます。 

土金 講座のカリキュラムの中に、コミュニケーショ

ンの重要性を認識し、その能力を高めるようなものを

含めることがいいのではないでしょうか。 

齋藤 逐次、新しいものを取り入れてカリキュラムを

改善しつつ、子育てが一段落した女性や若い人達を取

り込んで人を繋いでいくことが大切だと思います。 

小山 貴重なご意見ありがとうございました。今日伺

いましたご意見や市民大学に対する貴重な想いをこ

れからの講座づくりに生かしていきたいと思います。

第４ステージを迎えた市民大学が「協働のまちづくり」

が担える人材育成とその活躍の場づくりを、さらに積

極的に進めることが大切であることを自覚いたしま

した。 

 

本日は、ご協力いただきましてありがとうございまし

た。

 

小玉 武生さん 

齋藤 正子さん 

土金 英利さん 

加藤 利男さん 

さやま市民大学は、狭山市が設置し、NPO

法人さやま協働ネットが運営を委託されるとい

う、市民と行政との協働による大学です。 

今年度、新たに協働ネットの理事に就任されました４名の方

をお招きし、「さやま市民大学を地域に根付かせるために何

が必要か？」というテーマで座談会を開催いたしました。                                     

    NPO法人さやま協働ネット副代表理事 諸井 寿夫 

＜出席者＞ 

小玉 武生氏 （西武文理大学教授） 

加藤 利男氏 （狭山市自治会連合会元会長） 

土金 英利氏 （NPO法人 生活犬環境向上推進協会理事長） 

齋藤 正子氏 （東京家政大学講師） 

 

司会 小山 周三（さやま市民大学学長） 
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